
ＮＯ．３８５　2022年12月　三田市立図書館（本館、藍分室、移動図書館、ウッディタウン分館）

先月、図書館が購入した新着図書の一部をご紹介します。

分類 図書記号 書名 編著者名

日本の随筆

1 E イマ 湖上の空 今村 翔吾

2 E カワ ひとり遊びぞ我はまされる 川本 三郎

3 E コウ 世間ってなんだ 鴻上
コウカミ

 尚史
ショウジ

4 E ソウ 作家の老い方 草思社編集部

5 E ヒグ 私は怒っている 樋口 裕一

6 E ミナ 湊かなえのことば結び 湊 かなえ

7 E ヤマ 残されたつぶやき 山本 文緒

8 E ワカ 言葉を植えた人 若松 英輔

日本の小説

9 F アベ 烏の緑羽　[八咫烏
ヤタガラス

シリーズ　2-3] 阿部 智里

10 F ウタ 首切り島の一夜 歌野 晶午
ショウゴ

11 F オカ 銀の玉簪
ギョクシン

　[八丁堀強妻物語　2] 岡本 さとる

12 F オク リバー 奥田 英朗

13 F クボ 夏日
カジツ

狂想
キョウソウ

窪 美澄

14 F コス ひたむきに　[風烈廻り与力・青柳剣一郎　60] 小杉 健治

15 F コン マル暴ディーヴァ　[マル暴　3] 今野 敏

16 F サエ 一人
イチニン

二役
フタヤク

　[吉原裏同心　38] 佐伯 泰英

17 F シズ クロコダイル・ティアーズ 雫井 脩介

18 F セト あこがれ 瀬戸内 寂聴
ジャクチョウ

19 F タカ 駅の名は夜明　[軌道春秋　2] 高田 郁
カオル

20 F チハ しろがねの葉 千早 茜

21 F ナカ 吉原
ナカ

と外 中島 要
カナメ

22 F ハラ 海が見える家 旅立ち　[海が見える家　4] はらだ みずき

23 F ヒラ 超怖い物件 平山 夢明

24 F フジ 律義者　[新・知らぬが半兵衛手控帖　17] 藤井 邦夫

25 F ミチ いけない　2 道尾 秀介

26 F モリ 写楽女
シャラクメ

森 明日香

27 F モロ 麻阿と豪 諸田 玲子

28 F ユキ ミッドナイト・モクテル ゆきた 志旗

29 F ワタ 911代理店　4 渡辺 裕之

⑰



分類 図書記号 書名 編著者名

情報・読書・心理学・宗教

30 007.3 22 Web
ウェブ

系フリーランス働き方超大全
タイゼン

デイトラ

31 019.9 22 老年
ロウネン

の読書 前田
マエダ

 速夫
ハヤオ

32 104 22 わからなさを生きる哲学 岡山
オカヤマ

 敬二
ケイジ

33 141.6 22 不安ちゃんの正体 岩田 千佳

34 143.7 22 あなたのまわりの「高齢さん」の本 佐藤 眞一

35 159 22 限りある時間の使い方 オリバー・バークマン

36 159.4 22 「捨てる」思考法 出口
デグチ

 治明
ハルアキ

37 159.8 22 こころがフワッとする言葉 有川 真由美

38 169.1 22 新宗教と政治と金 島田
シマダ

 裕巳
ヒロミ

39 193.1 22 旧約聖書がわかる本 並木
ナミキ

 浩一
コウイチ

歴史・伝記・地理・旅行

40 209.7 22 世界史を狂わせた女たち 渡辺 惣樹
ソウキ

41 210.04 22 逆説の日本史　27 井沢 元彦

42 210.09 22 歴史を拓いた明治のドレス 吉原
ヨシハラ

 康和
ヤスカズ

43 210.7 22 世代の昭和史 保阪 正康

44 215 22 東国の古墳と古代史 白石 太一郎

45 216 22 写真図説占領下の大阪・関西 橋爪 紳也

46 238 22 ロシアのなかのソ連 馬場 朝子
トモコ

47 289.1 カジ すばらしい失敗 ニコリ

48 290.9 22 世界のおみやげ図鑑 地球の歩き方編集室

49 291 22 にっぽん全国たのしい船旅　2022-2023

50 291.9 22 五島列島 後藤 暢子
ヨウコ

51 297.2 22 ニュージーランドの大らかで自然に寄りそう暮らし365日 草野 亜希子

政治・社会・教育・国防

52 302.1 22 18歳から100歳までの日本の未来を考える17のキーワード 樋口
ヒグチ

 裕一
ユウイチ

53 312.1 22 自民党の統一教会汚染 鈴木 エイト

54 319.2 22 中国パンダ外交史 家永
イエナガ

 真幸
マサキ

55 336.1 22 1冊目に読みたいDX
デジタル トランスフォーメーション

の教科書 荒瀬 光宏

56 345.3 22 年金生活者・定年退職者のための確定申告　令和5年3月15日締切分 山本 宏

57 366.3 22 男尊社会を生きていく昇進不安な女子たちへ 下河辺
シモコウベ

 さやこ

58 367.2 22 家事は大変って気づきましたか? 阿古
アコ

 真理
マリ

59 367.7 22 老人をなめるな 下重
シモジュウ

 暁子
アキコ

60 369.2 22 生活動作が楽になる機能向上いす体操

61 371.4 22 スクールカウンセラーという仕事 内田 利広

62 383.8 22 道草を食いながら　出会った人びと、食文化 石毛
イシゲ

 直道
ナオミチ

63 385.4 22 小さな結婚式 小さな結婚式
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分類 図書記号 書名 編著者名

自然科学・地学・動物・医学

64 402 22 身の回りにあるノーベル賞がよくわかる本 かきもち

65 418.6 22 カンタン電卓操作術 TAC
タック

電卓研究会

66 431.1 22 元素に名前をつけるなら 江頭 和宏

67 460 22 新しい高校教科書に学ぶ大人の教養高校生物 夏
ナツ

 緑
ミドリ

68 481.1 22 キリンのひづめ、ヒトの指 郡司
グンジ

 芽久
メグ

69 488.9 22 まるごとしまえなが 山本 光一

70 490.4 22 わくわくする脳 郭
カク

 水泳
スイエイ

71 491.3 22 図解腎臓が寿命を決める 黒尾 誠

72 491.8 22 小説みたいに楽しく読める免疫学講義 小安
コヤス

 重夫

73 493.6 22 理学療法士が教える自分でできる首コリ・痛みの治し方 上田 泰久

74 493.8 22 ウイルスVS
ブイエス

ヒト ジョン・S.トレゴニング

75 494.5 22 がん治療うまくいく人、いかない人 井岡 達也

76 498.5 22 エネルギー早わかり 牧野 直子

技術・工学・生活

77 509.2 22 シン・メイド・イン・ジャパン 小林 延行

78 526.6 22 世界の装飾が美しい店 パイインターナショナル

79 538.9 22 宇宙開発の不都合な真実 寺薗
テラゾノ

 淳也

80 546.8 22 知ってたのしい!鉄道の信号 土屋 武之

81 547.4 22 今すぐ使えるかんたんいちばんやさしいSkype
スカイプ

超入門 八木 重和

82 590 22 「買い方」を変えたら、人生変わった! ひぐち さとこ

83 591 22 夫と妻の定年前後のお金と手続き

84 594.3 22 帽子と巻きもの

85 595.6 22 やせる筋肉の鍛え方 石井 直方
ナオカタ

86 596 22 ご自愛レシピ 野本 弥生

87 596.6 22 大人のクッキーと焼き菓子 石橋 かおり

88 596.7 22 仕事と人生に効く教養としての紅茶 藤枝 理子

89 599.8 22 0～6歳まで遊んで学べる!新しい手作りおもちゃ あん

農業・ペット・産業

90 611.3 22 食の資料探しガイドブック 荒木 一視
ヒトシ

91 645.6 22 相棒は秋田犬
アキタイヌ

村山 二朗

92 653.4 22 スギと広葉樹の混交林 清和
セイワ

 研二

93 666.9 22 メダカの飼育方法 青木 崇浩
タカヒロ

94 670.9 22 短いのに感じがいいメールが悩まず書ける本 亀井 ゆかり

95 673.9 22 「私にはムリ!」と思い込んでいる人のための不動産投資の基本 台場 史貞
フミサダ

96 686.5 22 世界のすごい駅 地球の歩き方編集室

97 693.8 22 切手デザイナーの仕事 間部
マベ

 香代
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分類 図書記号 書名 編著者名

芸術・スポーツ・諸芸

98 721.5 22 琳派
リンパ

原寸美術館

99 723.1 22 藤田嗣治
ツグハル

 安東
アンドウ

コレクションの輝き 藤田 嗣治
ツグハル

100 727 22 ディズニーホリデーカードコレクション ジェフ・カーティ

101 756.8 22 隈
クマ

研吾
ケンゴ

 鎌倉に小さな英国アンティーク博物館をつくる訳 土橋
ドバシ

 正臣
マサオミ

102 778.2 ヘプ オードリー・ヘプバーンという生き方 清藤 秀人

103 779.1 タテ 武器としての落語 立川
タテカワ

 談慶
ダンケイ

104 779.9 コバ めんどくさいロシア人から日本人へ 小原
コバラ

 ブラス

105 784.6 22 フィギュアスケートと音楽 音楽の友

言語・文学（日本・外国）

106 810.4 22 謙虚で美しい日本語のヒミツ 呉
オ

 善花
ソンファ

107 820 22 15構文を覚えるだけ!カンタン中国語 陳 淑梅
チェン シューメイ

108 837.8 22 3語でネイティブ英会話 小野田 博一

109 910.2 キヨ ビジュアル&
アンド

デザインで愉しむ京極夏彦の世界 京極 夏彦

110 911.3 ツボ 俳句いまむかし　みたび 坪内 稔典
トシノリ

111 911.5 タナ ポケット詩集　4 田中 和雄

112 929.1 ハテ すべての瞬間が愛だった ハ・テワン

113 933 アチ 悪しき正義をつかまえろ ジェフリー・アーチャー

114 933 クラ ブラック・ワスプ出動指令　上・下 トム・クランシー

115 933 スウ 偽のプリンセスと糸車の呪い シャンナ・スウェンドソン

116 933 デイ 真夜中の密室　[リンカーン・ライム　15] ジェフリー・ディーヴァー

117 933 ラマ マーダー・ミステリ・ブッククラブ C.A.ラーマー

118 973 アル 「幸せの列車」に乗せられた少年 ヴィオラ・アルドーネ

ヤングアダルト（中学・高校生向け）

119 104 22 不思議なテレポート・マシーンの話 飯田 隆

120 289.1 ツダ 津田梅子 高橋 裕子

121 290 22 SDGs
エスディージーズ

は地理で学べ 宇野
ウノ

 仙
タケル

122 369 22 ヤングケアラーってどういうこと? ジョー・オルドリッジ

123 809.2 22 13歳からのプレゼンテーション 松永
マツナガ

 俊彦
トシヒコ

124 916 イヴ ウクライナから来た少女ズラータ、16歳の日記 ズラータ・イヴァシコワ

125 933 ホロ ホロヴィッツホラー アンソニー・ホロヴィッツ

126 F イト バンピー いとう みく

127 F ヤツ ぼくたちはまだ出逢っていない 八束
ヤツカ

 澄子
スミコ

大活字本

128 F モリ 森鷗外大活字本シリーズ　3 森 鷗外

参考図書 ※館内閲覧のみ

129 366 ロウ 労働経済白書　令和4年版 厚生労働省
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